
１．医科
新たな保険適用 区分Ａ２（特定包括）（特定の診療報酬項目において包括的に評価されているもの） 保険適用開始年月日：平成23年11月1日

薬事法承認番号 販売名 保険適用希望者 特定診療報酬算定医療機器の区分

22200BZX00546000 ダイナスコープ８０００シリーズ ＤＳ－８５００システム フクダ電子株式会社 心電計（Ⅱ）

22200BZX00546000 モニタ

22300BZX00089000 ラングベンチレータＡＬＶ３０００ 株式会社アイビジョン 人工呼吸器

22300BZX00095000 スーパーテクトロンＨＸ６０６Ｒ 株式会社テクノリンク 低周波治療器

22300BZX00117000 ＸＴ オート パシフィックメディコ株式会社 在宅人工呼吸器（Ⅲ）

22300BZX00380000 ＴｏｍｏＨＤシステム 株式会社日立メディコ 治療用粒子加速装置（Ⅱ）

22300BZX00382000 ＢｉＰＡＰ エーバップス フィリップス・レスピロニクス合同会社 人工呼吸器

22300BZX00382000 在宅人工呼吸器（Ⅰ）

22300BZX00382000 在宅人工呼吸器（Ⅲ）

22300BZX00392000 ネーザルＣＰＡＰシステム ＳＬＥ１０００ 株式会社佐多商会 人工呼吸器

223AABZX00109000 パルスオキシメータ ＨＰＯ－１６００－ＦＰ パシフィックメディコ株式会社 パルスオキシメータ

223AABZX00110000 電子内視鏡 ＥＣ－５９０ＺＰ 富士フイルム株式会社 内視鏡

223AABZX00111000 電子内視鏡 ＥＧ－５８０ＲＤ 富士フイルム株式会社 内視鏡

223AABZX00112000 眼底視野計 ｍａｉａ 株式会社トプコン 眼底カメラ（Ⅰ）

223ABBZX00110000 大腸ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＰＣＦ ＴＹＰＥ Ｙ００３８ オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

223ABBZX00111000 上部消化管汎用ビデオスコープ ＯＬＹＭＰＵＳ ＧＩＦ ＴＹＰＥ Ｙ００５
２

オリンパスメディカルシステムズ株式会社 内視鏡

223ABBZX00117000 マルチＣＣＤデジタルラジオグラフィ ＮＡＯＭＩ－２００１ 株式会社アールエフ デジタル撮影装置

223ABBZX00118000 マルチＣＣＤデジタルラジオグラフィ ＮＡＯＭＩ－２００２ 株式会社アールエフ デジタル撮影装置

223ABBZX00119000 マルチＣＣＤデジタルラジオグラフィ ＮＡＯＭＩ－２００４ 株式会社アールエフ デジタル撮影装置

223ABBZX00128000 富士フィルム ＤＲ－ＩＤ ７００ 富士フイルム株式会社 デジタル撮影装置

223ACBZX00061000 ディスカバリー ＭＲ７５０ｗ ＧＥ ヘルスケア・ジャパン株式会社 ＭＲＩ装置

223ACBZX00063000 心電計（解析機能付） ＭＡＣ６００ ＧＥ ヘルスケア・ジャパン株式会社 心電計（Ⅱ）

223AFBZX00099000 フィンガーチップＯｘｉｍｅｔｅｒ パシフィックメディコ株式会社 パルスオキシメータ

223AGBZX00146000 カプノトゥルーＡＭＰ 株式会社アイビジョン モニタ

223AGBZX00179000 ケンコーデジタルラジオグラフィ ＫＸＤＲ－５６０Ｐ 株式会社ケンコー・トキナー デジタル撮影装置

223AGBZX00182000 デジタルラジオグラフィ ＣＸＤＩ－８０Ｃ Ｗｉｒｅｌｅｓｓ キヤノン株式会社 デジタル撮影装置

223AHBZX00005000 高気圧治療モニタ ＨＢＯＭ－２１００ フィンガルリンク株式会社 モニタ

223AIBZX00025000 アンビュラトリー血圧計 Oscar２ 株式会社エス・エム・アイ・ジャパン 長時間自由行動下血圧計

223ALBZX00016A01 オキシヤング Ｓ－１０６ ＯＸｉＭ株式会社 パルスオキシメータ
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薬事法承認番号 販売名 保険適用希望者 決定機能区分
償還価格

(円)
20700BZY00860000 カミノ・プレッシャー・モニタリング・カテーテル 株式会社佐多商会 024 脳･脊髄腔用ｶﾆｭｰﾚ (2) 脳圧測定用 ¥75,200

21500BZZ00010A02 ＣＫＡ Ｃステム 日本メディカルマテリアル株式会社 057 人工股関節用材料 (2) 大腿骨側材料 ② 大腿骨ｽﾃﾑ(Ⅱ) ¥398,000

22300BZX00253000 胸腰椎後方ロッド固定システム 瑞穂医科工業株式会社 064 脊椎固定用材料 (1) 脊椎ﾛｯﾄﾞ ¥49,900

22300BZX00253000 064 脊椎固定用材料 (4) 椎体ﾌｯｸ ¥76,000

22300BZX00253000 064 脊椎固定用材料 (5) 脊椎ｽｸﾘｭｰ(固定型) ¥82,200

22300BZX00253000 064 脊椎固定用材料 (6) 脊椎ｽｸﾘｭｰ(可動型) ¥112,000

22300BZX00253000 064 脊椎固定用材料 (7) 脊椎ｺﾈｸﾀｰ ¥48,900

22300BZX00253000 064 脊椎固定用材料 (8) ﾄﾗﾝｽﾊﾞｰｽ固定器 ¥71,300

22300BZX00366000 Ｔａｒｇｅｔ デタッチャブル コイル 日本ストライカー株式会社 133 血管内手術用ｶﾃｰﾃﾙ (11) 塞栓用ｺｲﾙ ① ｺｲﾙ ｳ 電気式ﾃﾞﾀｯﾁｬﾌﾞﾙ型 ¥133,000

22300BZX00383000 フットプリント Ｕｌｔｒａ ＰＫ スーチャーアンカー スミス・アンド・ネフュー エンドスコピー株式会社 060 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) (8) その他のｽｸﾘｭｰ ② 特殊型 ｱ 軟骨及び軟部組織用 ⅰ ｽｰﾁｬｰｱﾝ
ｶ 型

¥34,300

22300BZX00384000 モジュラーネック＜ＣｏＣｒ＞ ライト・メディカル・ジャパン株式会社 057 人工股関節用材料 (2) 大腿骨側材料 ① 大腿骨ｽﾃﾑ(Ⅰ) ｱ 標準型 ¥557,000

22300BZX00384000 057 人工股関節用材料 (2) 大腿骨側材料 ② 大腿骨ｽﾃﾑ(Ⅱ) ¥398,000

22300BZX00385000 ＥＮＤＵＲＡＮＴステントグラフトシステム 日本メドトロニック株式会社 146 大動脈用ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ (1) 腹部大動脈用ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ(ﾒｲﾝ部分) ¥1,610,000

22300BZX00385000 146 大動脈用ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ (2) 腹部大動脈用ｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ(補助部分) ¥286,000

22300BZX00386000 アフィニティＰｉｘｉｅ人工肺 日本メドトロニック株式会社 124 ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ人工肺(膜型肺) (1) 体外循環型(ﾘｻﾞｰﾊﾞｰ機能あり) ¥157,000

22300BZX00386000 124 ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ人工肺(膜型肺) (2) 体外循環型(ﾘｻﾞｰﾊﾞｰ機能なし) ¥138,000

22300BZX00388000 バイオメットＯＳＳ バイオメット・ジャパン株式会社 059 ｵﾌﾟｼｮﾝ部品 (4) 再建用強化部品 ¥610,000

22300BZX00388000 070 下肢再建用人工関節用材料 (2) 再建用大腿骨近位補綴用材料 ¥955,000

22300BZX00388000 070 下肢再建用人工関節用材料 (3) 再建用大腿骨遠位補綴用材料 ¥773,000

22300BZX00388000 070 下肢再建用人工関節用材料 (4) 再建用大腿骨表面置換用材料 ¥642,000

22300BZX00388000 070 下肢再建用人工関節用材料 (5) 再建用脛骨近位補綴用材料 ¥739,000

22300BZX00388000 070 下肢再建用人工関節用材料 (6) 再建用脛骨表面置換用材料 ¥844,000

22300BZX00390000 ＮｅｘＧｅｎ ＬＰＳ－Ｆｌｅｘ プロロング モバイル サーフェイス ジンマー株式会社 058 人工膝関節用材料 (4) ｲﾝｻｰﾄ(Ⅰ) ¥67,400

22300BZX00393000 ＬＣＰ ディスタルフィブラプレートシステム（滅菌） シンセス株式会社 061 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) (7) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ(生体用合金Ⅰ) ¥89,200

22300BZX00396000 ＭＤＭ アンクル プレート システム 株式会社日本エム・ディ・エム 060 固定用内副子(ｽｸﾘｭｰ) (1) 一般ｽｸﾘｭｰ(生体用合金Ⅰ) ¥6,790

22300BZX00396000 061 固定用内副子(ﾌﾟﾚｰﾄ) (7) 骨端用ﾌﾟﾚｰﾄ(生体用合金Ⅰ) ¥89,200

22300BZX00397000 遠心型血液ポンプ ＨＰＭシリーズ ＮＳＨ－Ｒ 泉工医科工業株式会社 125 遠心式体外循環用血液ﾎﾟﾝﾌﾟ (1) 一般型 ① 抗血栓性あり ¥72,600

223ADBZI00085000 ＬＭＡ ファーストラック ＥＴＴ ＳＵ 泉工医科貿易株式会社 027 気管内ﾁｭｰﾌﾞ (1) ｶﾌあり ② ｶﾌ上部吸引機能なし ｱ 標準型 ¥776

223AIBZX00030000 キュティメド シルテックＬ テルモ・ビーエスエヌ株式会社 008 皮膚欠損用創傷被覆材 (1) 真皮に至る創傷用 1㎠当たり\8

223AIBZX00030000 101 皮膚欠損用創傷被覆材 (1) 真皮に至る創傷用 1㎠当たり\8

22300BZX00312000 カネカ ＰＴＣＡ カテーテル ＣＯ－Ｒ５ 株式会社カネカ 130 心臓手術用ｶﾃｰﾃﾙ (1) 経皮的冠動脈形成術用ｶﾃｰﾃﾙ ③ ﾊﾟｰﾌｭｰｼﾞｮﾝ型 ¥153,000

新たな保険適用　区分Ｃ１（新機能）（新たな機能区分が必要で、技術は既に評価されているもの）　保険適用開始年月日：平成23年11月1日

薬事法承認番号 販売名 保険適用希望者 類似機能区分
暫定価格

(円)
22300BZX00329000 ＳｅｎｓｉＴｈｅｒｍ 食道モニタリングシステム セント・ジュード・メディカル株式会社 114 体外式ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ用ｶﾃｰﾃﾙ電極 (2) 心臓電気生理学的検査機能付加型 ① 標準型 ¥81,900

新たな保険適用　区分Ｃ２（新機能・新技術）（新たな機能区分が必要で、技術が評価されていないもの）　保険適用開始年月日：平成23年11月１日

薬事法承認番号 販売名 保険適用希望者 類似機能区分
暫定価格

(円)
22300BZX00308000 ウォールフレックス 大腸用ステント ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 157 胃十二指腸用ｽﾃﾝﾄｾｯﾄ ¥258,000

「ウォールフレックス 大腸用ステント」の留意事項
当該材料を使用した場合の手技料は、区分番号「Ｋ６５１」内視鏡的胃、十二指腸ステント留置術の所定点数を算定する。

新たな保険適用 区分Ｂ（個別評価）（材料価格が個別に設定され評価されているもの） 保険適用開始年月日：平成23年11月1日
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２．歯科
新たな保険適用　区分Ａ２（特定包括）（特定の診療報酬項目において包括的に評価されているもの）　保険適用開始年月日：平成23年11月1日

薬事法承認番号 販売名 保険適用希望者 特定診療報酬算定医療機器の区分

223AHBZX00006000 オサダアピット１１ 長田電機工業株式会社 歯科用根管長測定器

薬事法承認番号 販売名 保険適用希望者 決定機能区分
償還価格

(円)
21600BZY00141000 フェイスボウ 株式会社バイオデント 015 ﾌｪｲｽﾎﾞｳ 1個\738

223AGBZX00171000 ＥＣＣブラケット 株式会社バイオデント 004 ﾀﾞｲﾚｸﾄﾎﾞﾝﾄﾞ用ﾌﾞﾗｹｯﾄ 1個\286

223AKBZX00130000 ＦＬＩツインブラケット 株式会社ロッキーマウンテンモリタ 004 ﾀﾞｲﾚｸﾄﾎﾞﾝﾄﾞ用ﾌﾞﾗｹｯﾄ 1個\286

223AKBZX00131000 ＦＬＩチューブ 株式会社ロッキーマウンテンモリタ 005 ﾁｭｰﾌﾞ 1個\422

223AKBZX00132000 ＦＬＩクリア 株式会社ロッキーマウンテンモリタ 004 ﾀﾞｲﾚｸﾄﾎﾞﾝﾄﾞ用ﾌﾞﾗｹｯﾄ 1個\286

223AKBZX00134000 ジーシー ジーセムカプセル 株式会社ジーシー 046 歯科用合着･接着材料Ⅰ(粉末･液) 1g\441

223AKBZX00174000 ツツミダ シルバープリン 堤田貴金属工業株式会社 012 歯科鋳造用銀合金 第2種(銀60%以上ｲﾝｼﾞｳﾑ5%以上 JIS適合品) 1g\128

新たな保険適用 区分Ｂ（個別評価）（材料価格が個別に設定され評価されているもの） 保険適用開始年月日：平成23年11月1日
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